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ながく読みつがれる絵本･読み物
買い替えカタログ

ながく読まれて
カバーが破れたり
ページが外れて
いませんか？

書店で人気の
絵本や読み物は
揃っていますか？

絵本 読み物 書店
ランキングで
人気を確認！

偕成社



©きむらゆういち

100万部
以上の

絵本は

まだまだあ
るよ！

児童書の大きな特長としてあげられる、ロングセラー商品。偕成社の商

品のなかでも、ロングセラーに数えられる作品は、常に人気の上位です。

わたしたちは、100年先の未来も読者の皆様に愛され、読み継がれる本

づくりを目指しています。

多くの読者たちに愛されてきたロングセラー作品は、本としての信頼の

厚さの証明でもあります。このカタログでは、子どもたちの読書の森へ

の入り口として、揃えておきたい基本の作品を中心にご紹介しています。

ロングセラーは
こんなに読まれている !

100万部以上の絵本たち

もう少しで100万部の絵本たち

 偕成社 書店売上ランキング
絵　本 読み物

バンドガール！

わたしたちの家は、ちょっとへんです

｢シロガラス」シリーズ

セイリの味方スーパームーン

｢スター・ウォーズ」シリーズ

クラスメイツ（前期・後期）

ぼくはアフリカにすむキリンといいます

さよなら、スパイダーマン

二分間の冒険

びりっかすの神さま

※対象年齢が小学生以上の書籍限定のランキングです

はらぺこあおむし

からすのパンやさん「100かいだてのいえ」
シリーズ

2018 年

特集 特集

ノンタンシリーズ

すてきな三にんぐみまどからおくりもの よるくま

「おめんです」
シリーズ どろぼうがっこう

いそげ！
きゅうきゅうしゃ
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パパ、お月さまとって！

できるかな？ーあたまからつまさきまで

おばけのバーバパパ

なぞなぞのみせ

もぐらバス

｢おれたち、ともだち！」シリーズ

ピン・ポン・バス

手ぶくろを買いに

ないたあかおに

おたまじゃくしの101ちゃん

「ふしぎ駄菓子屋
銭天堂」シリーズ

ディズニー・アニメ
小説版シリーズ

「ミルキー杉山
あなたも名探偵」
シリーズ

「守り人」シリーズ

絵物語 古事記 大どろぼう
ホッツェンプロッツ

大きい１年生と
小さな２年生

銀杏堂 まっしょうめん！ ある晴れた夏の朝
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©降矢なな

きむらゆういち 作
田中四郎 絵

内田麟太郎 作　降矢なな 絵

石津ちひろ なぞなぞ
なかざわくみこ 絵

いわさきちひろ 絵
松谷みよ子 文

いわさきちひろ 絵
アンデルセン 作　曽野綾子 文

浜田廣介 文　池田龍雄 絵 かんざわとしこ 文
にしまきかやこ 絵

978-4-03-340080-8

はぶらしハーマンは、虫歯をふせ
いでまわる宇宙の戦士！　楽しい
穴あき絵本で、歯みがき習慣の大
切さを子どもたちに伝えます。

NDC913　本体価格1,000円

978-4-03-127130-1

そんごくうのおめんに、ぴえろのお
めん。おめんをとると…あれあれ！
しかけをめくったあとのギャップが
楽しいしかけ絵本。

NDC726　本体価格1,100円

いしかわこうじ 作／絵 五味太郎 作／絵

五味太郎 作／絵 五味太郎 作／絵

山西ゲンイチ 作／絵

五味太郎 作／絵
かこさとし 作／絵やぎたみこ 作

やぎたみこ 作 やぎたみこ 作

いしかわこうじ　作／絵

978-4-03-127110-3

きつねのおめんに、おにのおめ
ん。おめんをとると…あれあれ！
びっくりするしかけがあるよ。幼
児から楽しめるしかけ絵本。

NDC726　本体価格1,100円

978-4-03-338010-0

ちょうちょ！　と思って網をかぶせ
ると意外や意外、花や木の実や風船
で失敗また失敗。蝶の形の穴あきし
かけで、めくる楽しさ抜群！

NDC913　本体価格1,000円 NDC726　本体価格各1,000円～1,200円

NDC913　本体価格各1,000円

978-4-03-330330-7

虫歯が痛いわにさんと治療をする
歯医者さん。同じ場面で同じ言葉
を言います。それぞれの心理の違
いを絵で表現したゆかいな絵本。

NDC913　本体価格1,000円

978-4-03-338030-8

窓の中にちらっとみえる姿をみて、
サンタさんは贈り物を選んで配りま
す。ところが意外！　穴あきしかけ
効果抜群の、楽しい絵本。

NDC913　本体価格1,000円

978-4-03-338020-9

デパートでまいごになった父さん
を、男の子がさがします。柱や
ショーケースを切りぬきしかけにし
た、さがす楽しさあふれる絵本。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-232370-2

ぬいぐるみのほげちゃんは、小さな
ゆうちゃんといつも一緒なので汚れ
放題。そのせいでおでかけの日にも
置いていかれ、もうカンカン！

NDC726　本体価格1,000円

978-4-03-303190-3

978-4-03-204890-2

978-4-03-204920-6

978-4-03-232030-5

978-4-03-232050-3

978-4-03-232080-0

978-4-03-206020-1

978-4-03-206040-9

978-4-03-206060-7

978-4-03-206070-6

978-4-03-206080-5

978-4-03-232120-3

978-4-03-232150-0

978-4-03-232220-0

978-4-03-232300-9

978-4-03-232360-3

978-4-03-232390-0

978-4-03-232440-2

978-4-03-232580-5

助けた亀の背にまたがって、竜宮
城を訪れる浦島太郎。よく知られ
た昔話の世界を、幻想的なみずみ
ずしい色調で描いた絵本です。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-303250-4

海の底に住む人魚姫は、人間の王子
に恋をしたため海の泡に。曽野綾子
の洗練された文といわさきちひろの
美しい絵が一体化した作品。

NDC949　本体価格1,200円

978-4-03-332420-3

お店をめぐってお買い物をするよ
うになぞなぞが楽しめます。見れ
ば見るほど楽しさが見つかる、な
ぞなぞ絵本。

NDC913　本体価格1,000円

978-4-03-232460-0

子犬を預かったゆうちゃん家族。みんな子
犬に夢中でほげちゃんはそっちのけです。
夜、怒ったほげちゃんは子犬に八つ当た
り！…の筈が、一晩中おせわする羽目に!?

NDC726　本体価格1,000円

978-4-03-232430-3

動物園で迷子になったほげちゃん。家
族の姿を求めて広い動物園をあっちへ
こっちへ大冒険です！　はてさて無事
に家族のもとに戻れるでしょうか？

NDC726　本体価格1,000円

978-4-03-331920-9

髪の毛を切るのがいやなこんもり
くん。そのもじゃもじゃあたまの
なかにはめくるめく楽しい世界が
かくれていました！　

NDC726　本体価格1,000円

978-4-03-204030-2

たつくんはひとりでパンツをはけ
ない。裸のまんまで外にとびだし
たら、動物たちに見られ、おしり
にしっぽがないぞと笑われます。

NDC726　本体価格1,000円

グリム 作
村岡花子 文　中谷千代子 絵

978-4-03-303220-7

年をとって働けなくなったろば、
いぬ、ねこ、おんどりが、音楽隊
に入るためブレーメンの町をめざ
します。グリムの名作を絵本化。

NDC726　本体価格1,400円

978-4-03-302020-4

村人となかよくしたい赤おにと、
そのねがいをかなえてやろうと、
自分が悪者になる青おに。おに同
士の友情を感動的に描いた名作。

NDC726　本体価格1,000円

田島征三 作

978-4-03-331140-1

恐ろしい天敵から身を守るため、
小さな茂みに隠れすんでいたバッ
タが決心して、大空に向かって飛
んでいった。力強く痛快な絵本。

NDC913　本体価格1,400円

日本の絵本 日本の絵本

おめんです おめんです２
がんばれ

はぶらしハーマン
きいろいのは

ちょうちょ

とうさんまいご まどからおくりもの
わにさんどきっ

はいしゃさんどきっ
ほげちゃん

ほげちゃん
まいごになる

ほげちゃんと
こいぬのペロ

なぞなぞのみせ こんもりくん とべ バッタ

うらしまたろう にんぎょひめ

ないたあかおに
ブレーメンの
おんがくたい

はけたよはけたよ

ともだちや

ともだちくるかな

あしたもともだち

ごめんねともだち

ともだちひきとりや

ありがとうともだち

あいつもともだち

ともだちおまじない

きになるともだち

ともだちごっこ

とんぼのうんどうかい

どろぼうがっこう

おたまじゃくしの１０１ちゃん

からすのパンやさん

にんじんばたけの
パピプペポ

「おれたち、 ともだち！」 絵本　〈全１３巻〉

オオカミとキツネのコンビが、仲良くなったりケンカしたりしながら友だちのあり方を教
えてくれる人気シリーズ。最新刊でついに完結!？
光村図書、教育出版、東京書籍、学校図書、三省堂の国語の教科書、さらに光村図書の道
徳の教科書にも掲載。

よろしくともだち

いつだってともだち

さよならともだち

かこさとし おはなしのほん

子ども会活動から生まれた愛され
つづける絵本。リズミカルな文章
とスピーディな展開、生き生きし
た絵で、おはなしの楽しさを満喫
できます。
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©いわいとしお

©佐藤雅彦＋うちのますみ

末吉暁子 作　林 明子 絵

いわいとしお 作

佐藤さとる 文　村上 勉 絵 石鍋芙佐子 作／絵

荒井良二 作／絵 荒井良二 作／絵 荒井良二 作／絵

酒井駒子 作／絵 おおでゆかこ 作／絵 はたこうしろう 作

たばたせいいち、
先天性四肢障害児父母の会、
のべあきこ、しざわさよこ／作

宮沢賢治 作　島田睦子 絵 新美南吉 作　黒井 健 絵 新美南吉 作　黒井 健 絵 宮沢賢治 作　赤羽末吉 絵

芥川龍之介 作　遠山繁年 絵 松谷みよ子 文　味戸ケイコ 絵 米倉斉加年 作

斉藤 洋 文　山本 孝 絵

竹下文子 作　鈴木まもる 絵

NDC726　本体価格各1,200円
NDC726　本体価格各1,000円

978-4-03-331540-9

978-4-03-331660-4

978-4-03-332200-1

978-4-03-332600-9

978-4-03-221040-8

978-4-03-221140-5

978-4-03-221150-4

978-4-03-221180-1

978-4-03-221190-0

縦にながい画面が大迫力、いろいろな生き
ものに会いながら100かいをめざします。

バス、クレーン車、ショベルカー、そしてき
みの町を走るたくはいびん。男の子に人気の
のりもの絵本は児童書の定番です。

978-4-03-330320-8

春にあこがれた雪だるまに、春を
見つけたらおみやげを持ち帰ると
約束した山の動物たち。やさしい
心のふれあいを描いたお話絵本。

NDC913　本体価格1,000円

978-4-03-330150-1

りすや小鳥がすみ、居心地のよい
見晴らし台がある大きな木…。そ
んな木があったら登ってみたいと
願う、子どもの夢を描きます。

NDC913　本体価格1,000円

978-4-03-330060-3

家へ帰る途中、幼いケイコは見知
らぬ森にまよいこみ、動物たちと
大好きなかくれんぼをします。抜
群に楽しいかくし絵の絵本。

NDC726　本体価格1,000円

978-4-03-330410-6

先天性四肢欠損という障がいを負っ
て生まれたさっちゃん。傷つきなが
らも右手の指がないという障がいを
受けいれ、力強く歩き始めます。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-963310-1

冷たい雪で牡丹色になった子狐の
手を見て、母狐は手袋を買ってや
ろうと思います。黒井健の情感豊
かな絵で表現された南吉の世界。

NDC913　本体価格1,400円

978-4-03-963270-8

兵十が病気の母親のためにとった
ウナギを、いたずら心から奪って
しまった狐のごん。名作の世界を
格調高い絵画で再現した絵本。

NDC913　本体価格1,400円

978-4-03-963210-4

ふたりの紳士が入った山猫軒は、
客への注文が多いという奇妙なレ
ストランだった。重厚な木版画で
描かれた賢治童話の愛蔵版。

NDC913　本体価格1,400円

978-4-03-963460-3

セロを弾くのが上手でないゴー
シュの前に、夜毎あらわれる動物
たち。岩絵の具と不透明水彩の個
性豊かな絵にも注目。

NDC913　本体価格2,000円

978-4-03-331340-5

暑い暑い夏の日。クワガタムシのい
る山をめざしてぼくは走った。まっ
白な日ざし、青い草のにおい。ペー
ジの中からあふれだす夏！

NDC726　本体価格1,000円

978-4-03-332390-9

靴屋のシロクマ一家が森で靴の形の
空き家を見つけました。お店を開く
とたちまち大評判に。この変わった
家は一体だれが建てたのでしょう？

NDC726　本体価格1,300円

978-4-03-331230-9

夜、男の子が寝ていると、まっ黒
なよるくまがお母さんをさがしに
きました。母の匂い、あたたかさ
を思いおこさせるファンタジー。

NDC913　本体価格1,000円

佐藤雅彦＋うちのますみ 作

978-4-03-331810-3

ものおきのした1ちょうめ、だれか
んちのにわ３ちょうめ、こんなバ
ス停見たことないですよね。地面
の下の住人たちの小さなお話！

NDC726　本体価格1,000円

978-4-03-963200-5

戦争中、10歳の少年は赤ん坊だっ
た弟のミルクをぬすみ飲みし、弟
は栄養失調で死んだ。子どもの目
で戦争と飢えを淡々と描きます。

NDC913　本体価格1,000円

978-4-03-438050-5

何気ないいじめによって傷つき、
登校もしなくなった私の妹は心を
閉ざしてしまった。差別こそが戦
争へつながると訴えかける絵本。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-963670-6

地獄へ落とされた大泥坊カンダタ
に、そこをぬけ出す最初で最後の
機会が訪れる 。芥川の名作を気鋭
の画家が精魂込めた絵で描く。

NDC913　本体価格1,600円

978-4-03-232380-1

新しい１日をむかえるために窓をあ
ける子どもたち。なにげない日々の
繰り返し、その中にこそある生きる
ことの喜びを描いた絵本。

NDC726　本体価格1,300円

978-4-03-331280-4

願いをきいてくれるはっぴぃさん
に会いに出かけた男の子と女の
子。何かを願うことへの作者の思
いが静かに伝わってくる絵本。

NDC726　本体価格1,300円

978-4-03-332340-4

学校に夜いってはいけません。もし、
いくとね…。｢トイレの花子さん」他
おなじみの学校の怪談に創作怪談を加
えた７編のショートショート絵本。

NDC726　本体価格1,200円

978-4-03-232450-1

ふと見あげた空にみつけた、まん
まるいお月さま。町でくらす人た
ちに、山や海のいきものたちに、
やさしい光がふりそそぐ夜。

NDC726　本体価格1,400円

日本の絵本 日本の絵本

１００かいだてのいえ

ちか１００かいだてのいえ

うみの１００かいだてのいえ

そらの１００かいだてのいえ

ピン ・ ポン ・ バス

うみへいくピン ・ ポン ・ バス

はしれ！たくはいびん

がんばれ！パトカー

ざっくん！ショベルカー

もりのかくれんぼう
おおきなきが

ほしい
はるのゆきだるま

さっちゃんの
まほうのて

よるくま シロクマくつや なつのいちにち もぐらバス

学校ななふしぎ はっぴぃさん
あさになったので
まどをあけますよ

きょうはそらに
まるいつき

注文の多い料理店 ごんぎつね 手ぶくろを買いに
セロ弾きの
ゴーシュ

蜘蛛の糸 わたしのいもうと おとなになれなかった
弟たちに…

１００かいだてのいえ 〈全４巻〉 のりものえほん
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パット・ハッチンス 作
わたなべしげお 訳

パット・ハッチンス 作
乾 侑美子 訳

フランソワーズ・セニョーボ 作
なかがわちひろ 訳

フランソワーズ・セニョーボ 作
なかがわちひろ 訳

フランソワーズ・セニョーボ 作
なかがわちひろ 訳

エリック・カール 絵
ビル・マーチン 文　偕成社編集部 訳

ホフマン 作
山主敏子 文　堀内誠一 絵

マイク・セイラー 作
ロバート・グロスマン 絵
いまえよしとも 訳 レミー・シャーリップ 作

やぎたよしこ 訳

ヘルガ・ガルラー 作
やがわすみこ 訳

ドン・フリーマン 作
まつおかきょうこ 訳

ドン・フリーマン 作
まつおかきょうこ 訳

トミー・アンゲラー 作
いまえよしとも 訳

リンドグレーン 作
ヴィークランド 絵　山室 静 訳

ユードリイ 作
シーモント 絵　西園寺祥子 訳

マーシャ・ブラウン 作
内田莉莎子 訳

パット・ハッチンス 作
わたなべしげお 訳

アネット・チゾン、
タラス・テイラー 作
やましたはるお 訳

エリック・カール 作
もりひさし 訳

エリック・カール 作
くどうなおこ 訳

エリック・カール 作
もりひさし 訳

エリック・カール 作
もりひさし 訳

978-4-03-202210-0

何も知らず散歩を楽しむめんどり
のロージーと、あとを追いかける
きつねが織りなす、スリルあるド
ラマを“絵で語る”異色の絵本。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-328120-9

雪がつもった朝、ピーターは外へ
飛びだした。雪で遊んだ１日の、
新鮮な感動と素朴な喜びを貼り絵
で描いた、心に余韻の残る絵本。

NDC933　本体価格1,200円

エズラ・ジャック・キーツ 作／絵
きじまはじめ 訳

エズラ・ジャック・キーツ 作／絵
きじまはじめ 訳

978-4-03-328060-8

妹が生まれて、ゆりかごもおもちゃ
も、愛着をもっていた自分のものが
つぎつぎと妹のものになっていく。
幼児の心の成長を描きます。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-202400-5

おやつにお母さんが焼いたクッキー
を食べようとすると、ピンポーン！
玄関のベルが鳴って、つぎつぎに友
だちが増えていきます。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-201430-3

パーティーに出かけたネッドく
ん。運がよかったり悪かったり、
スリル連続の大冒険。アメリカで
爆発的な人気をよんだ絵本です。

NDC726　本体価格1,400円

978-4-03-201230-9

重量級のカバくんは、船乗り、飛
行士など、つぎつぎに新しい仕事
に挑戦します。おかしな結末を
ユーモラスな絵で語ります。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-303290-0

クリスマスの夜、ねずみたちと
戦っているくるみわり人形をマ
リーは助けます｡バレエ組曲で有名
な物語を鮮やかな色彩の絵本に。

NDC726　本体価格1,400円

978-4-03-202130-1

姿を自由に変形できるおばけのバー
バパパは火事場で大活躍して、町の
人気者になります。世界各国で愛読
された軽妙な傑作絵本。

NDC953　本体価格1,000円

978-4-03-202230-8

おもちゃのくまのビーディーくん
は、仲良しの男の子が留守の間に
家出します。さあ、くまのすむと
ころ――ほら穴のすみごこちは？

NDC933　本体価格1,400円

978-4-03-202190-5

デパートのおもちゃ売場のくまの人
形を一目で好きになり、自分の貯金
をはたいて買いに行く。女の子と人
形との心のふれあいを描く。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-202140-0

まっくろネリノは兄弟の鳥たちに
も仲間はずれにされて、いつもひ
とりぼっち。しんみりと味わい深
く、ソフトなパステル画で描く。

NDC726　本体価格1,000円

978-4-03-327020-3

宝集めに夢中だった、黒マントに
黒帽子の３人組の盗賊。ひょんな
ことから孤児たちを集め、すてき
なお城をプレゼントします。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-327960-2

好きなものがたくさんあるってう
れしいね。あなたは何がすきかし
ら？　優しく子どもに語りかけ、
幸せな気持ちにしてくれる絵本。

NDC726　本体価格1,200円

978-4-03-327950-3

にわとり、めんどり、おひさま、お
うち…。私の世界を支えてくれるた
くさんのものを、感謝の気持ちをこ
めて、温かく描き出します。

NDC726　本体価格1,200円

978-4-03-327940-4

船乗り、冒険家、それともペット
やさん？　大きくなったら何にな
る？　子どもの夢を広げ、素敵な
大人の姿を見せてくれる絵本。

NDC726　本体価格1,200円

978-4-03-201330-6

色鮮やかな動物たちと子どもの間
に会話がはずみます。問答遊びを
発展させながら、身近な動物と色
彩の感受性を豊かに育む絵本。

NDC933　本体価格1,000円

978-4-03-327250-4

カバの子ヒッポは、母さんカバか
ら厳しい言葉の特訓をうけます。
母と子の愛情の物語を、みごとな
木版画で美しく力強く描きます。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-327090-6

子どもの目で見た木のある生活へ
の讃歌が、さわやかな水彩画でお
おらかに描かれています。作者の
保育体験から生まれた絵本です。

NDC933　本体価格1,000円

978-4-03-327040-1

ロッタちゃん５才の誕生日。ほし
かった自転車を買ってもらえな
かったロッタちゃんは、お隣から
大人用の自転車を盗みだします！

NDC949　本体価格1,600円

978-4-03-328190-2

おつかいをたのまれた男の子が、
買ってくるものの名まえをくり返
していると!?　ことば遊びが楽しめ
る、ユーモアたっぷりの絵本。

NDC933　本体価格1,400円

978-4-03-328010-3

小さなあおむしは、もりもりと食
べつづけて美しい蝶になった。数
や曜日の認識をおりこみ、穴あき
のしかけをこらした斬新な絵本。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-327750-9

ペンギン、きりん、さる、わに。絵
本の中の動物たちの動きに合わせ
て、一緒に体を動かしてみよう！　
楽しいまねっこ遊びの絵本。

NDC726　本体価格1,200円

978-4-03-327600-7

月曜から日曜までの食べ物と動物
を織りこんだアメリカのわらべ唄
絵本。カールの描く色鮮やかなコ
ラージュが一段と美しく印象的。

NDC726　本体価格1,200円

978-4-03-328280-0

娘に月をせがまれて、パパは本当
に月を連れてきた！　画面が左右
上下に広がるしかけで、空の高さ
や月の満ち欠けを表現した絵本。

NDC933　本体価格1,600円

海外の絵本 海外の絵本

ピーターのいす ゆきのひ
ロージーの
おさんぽ おまたせクッキー

おおきくなったら
なにになる？

ありがとうの
えほん

わたしの
すきなもの

くまさんくまさん
なにみてるの？

月ようびは
なにたべる？

－アメリカのわらべうた

できるかな？
－あたまからつまさきまで

はらぺこあおむし

パパ、
お月さまとって！

くるみわり
にんぎょう

ぼちぼちいこか よかったね
ネッドくん

おばけの
バーバパパ

まっくろネリノ
くまの

コールテンくん
くまの

ビーディーくん

すてきな
三にんぐみ

ロッタちゃんと
じてんしゃ 木は いいなあ ちいさなヒッポ

ベーコン
わすれちゃだめよ！
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©舟崎克彦

©おかべりか

©エールブルッフ

978-4-03-313160-3

978-4-03-313200-6

978-4-03-313260-0

978-4-03-313290-7

978-4-03-313300-3

978-4-03-313310-2

978-4-03-313320-1

978-4-03-313330-0

978-4-03-439610-0

978-4-03-439620-9

978-4-03-439630-8

978-4-03-439640-7

978-4-03-439650-6

978-4-03-439660-5

978-4-03-439670-4

978-4-03-313340-9

978-4-03-313350-8

978-4-03-313360-7

978-4-03-313370-6

978-4-03-313380-5

978-4-03-313390-4

978-4-03-313400-0

ヴェルナー・ホルツヴァルト 文
ヴォルフ・エールブルッフ 絵

関口裕昭 訳

ヨーレン 詩
ショーエンヘール 絵
工藤直子 訳

ウラジミール・オルロフ 作
ヴァレンチン・オリシヴァング 絵

田中 潔 文

ステーエフ 文／絵
さいごうたけひこ 訳

トマス・ロッカー 作／絵
みのうらまりこ 訳

ミヒャエル・エンデ 作
フックスフーバー 絵
佐藤真理子 訳

978-4-03-961130-7 978-4-03-201030-5

ある日もぐらくんの頭にうんちが
落下！　おこったもぐらくんは？
ナンセンスで奇想天外な事件を
ユーモアたっぷりに描いた絵本。

「ニャーンといったのはだれ？」、
こいぬはおんどりやねずみにきい
てまわります。幼児が周囲への認
識を深めていく過程を描きます。

NDC726　本体価格1,300円 NDC726　本体価格1,400円

やしまたろう 作

978-4-03-960040-0

学校では何ひとつ覚えられず、み
んなに無視されていた少年からす
たろうには、かくされた才能が
あった。教育とは何かを問う。

NDC933　本体価格1,800円

フローレンス・スロボドキン 文
ルイス・スロボドキン 絵

三原 泉 訳

978-4-03-348090-9

手袋を片方なくしたふたごの家
に、続々と落とし物の手袋が届け
られます。いったいどうしたらい
いの？ 心暖まるお話絵本。

NDC726　本体価格1,200円

978-4-03-425250-5

川はどこから流れてくるのかとい
う問いに答えるため、おじいさん
は孫とキャンプに出かけます。雄
大な自然を大らかに描いた作品。

NDC933　本体価格1,400円

978-4-03-328300-5

月夜の雪の森へ、父さんとふたり
でみみずく探しにでかけた女の
子。その胸の高鳴りと大自然との
交歓をみごとに描く詩の絵本。

NDC933　本体価格1,200円

978-4-03-425160-7

恐ろしい夢になやむ姫を救おうと、
王様は旅に出て、荒野でふしぎな小
人に出会います。色鮮やかでファン
タスティックな物語絵本。

NDC943　本体価格1,300円

978-4-03-963810-6

金貨を見つけたハリネズミのおじ
さんと動物たちの、思いやりあふ
れるロシアのお話。ロシアのアニ
メ画家による描きおろし絵本。

NDC726　本体価格1,400円

神沢利子 作　山脇百合子 絵

舟崎靖子 作　舟崎克彦・奈良坂智子 絵

おかべりか 作／絵

古田足日 作　中山正美 絵

978-4-03-313020-0

あひるのバーバちゃんは、町へ買い
物に出かけました。あれもこれも
と、楽しいお買い物の帰り道に、す
てきなできごとがおこります。

NDC913　本体価格800円

978-4-03-404230-4

ジェインは、大切なピンクの毛布
を鳥に持っていかれ悲しみます。
愛用の毛布に心をよせる女の子の
幼い心理をとらえた幼年童話。

NDC933　本体価格1,200円

ボルクマン 作
セリグ 絵　花輪莞爾 訳

アーサー・ミラー 作
アル・パーカー 絵　厨川圭子 訳

978-4-03-404140-6

小さな木は人間と一緒に暮らした
いと思い、森からぬけだして歩き
始めました。さまざまな人間に出
会って成長する小さな木の物語。

ハリネズミのゆうびんやさん、いたちのおかしやさん、ねずみのはい
しゃさん、たぬきのおもちゃやさんなど、森の小動物たちがまきおこす
ゆかいな大さわぎを描いた傑作幼年童話。楽しい物語を通して、子ども
たちの助けあいや思いやりの心を育てます。

おばけやさんのあるじは小学生の男の子、たもつ。おばけと一緒にお客様のさまざま
なお悩みにこたえます。大きくなったり、空を飛んだり、変身したり……、おばけな
らではの力を発揮する活躍ぶりをどうぞお楽しみください！　挿絵もたっぷり。

NDC953　本体価格1,200円

978-4-03-511010-1

からだは大きいのに泣き虫の１年
生のまさやと、からだは小さくて
もしっかりしている２年生のあき
よ。ふたりの友情と自立の物語。

NDC913　本体価格1,000円

NDC913　本体価格各800円

NDC913　本体価格各1,000円

海外の絵本 読み物・低学年

てぶくろがいっぱい からすたろう
うんちしたのは

だれよ！

川はどこから
ながれてくるの

月夜のみみずく ゆめくい小人 ハリネズミと金貨

ニャーンと
いったのはだーれ

あるきだした
小さな木 ジェインのもうふ

あひるの
バーバちゃん

大きい１年生と
小さな２年生

もりのおべんとうやさん

もりのほんやさん

もりのアイスクリームやさん

もりのサンドイッチやさん

もりのぎんこう

もりのピザやさん

もりのスパゲッティやさん

もりのゆうびんきょく

もりのおかしやさん

もりのじてんしゃやさん

もりのはいしゃさん

もりのおもちゃやさん

もりのレストラン

もりのとけいやさん

もりのクリーニングやさん

これがおばけやさんのしごとです

ないしょのおしごとひきうけます

ふわふわするのもしごとです

こもりさくせんはじめます

よるのがっこうでおしごとです

はじめてのおみせばんです

てごわいおきゃくさまです

もりはおもしろランド　〈全１５巻〉

おばけやさん　〈全７巻〉
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©中川大輔

©小松良佳

©岡田 淳

©トリップ

978-4-03-608250-6

978-4-03-608260-5

978-4-03-608270-4

978-4-03-345100-8

978-4-03-345130-5

978-4-03-345140-4

978-4-03-345180-0

978-4-03-345190-9

978-4-03-345200-5

978-4-03-345230-2

978-4-03-345250-0

978-4-03-345260-9

978-4-03-345280-7

978-4-03-345300-2

978-4-03-345330-9

978-4-03-345350-7

978-4-03-345370-5

978-4-03-345380-4

978-4-03-345400-9

978-4-03-345410-8

978-4-03-345420-7

978-4-03-345430-6

978-4-03-345440-5

978-4-03-635250-0

子どもしかいないふしぎな世界で
〈一番たしかなもの〉をさがす悟
は、竜退治に出かけることになっ
た。２分間におこる冒険の物語。

NDC913　本体価格1,400円

978-4-03-507170-9

目が見えず、耳も聞こえないキタ
キツネの子が、竹田津先生に保護
された。障がいをもつ野生動物の
命の記録を写真とともに伝える。

NDC916　本体価格1,200円

伊藤充子 作　関口シュン 絵

竹田津 実 著　岩本久則 絵 岡田 淳 作　太田大八 絵 岡田 淳 作／絵

岡田 淳 作／絵 岡田 淳 作／絵

岡田 淳 作／絵

岡田 淳 作　伊勢英子 絵

978-4-03-501020-3

店先に布製のかわいいカレンダー
が舞いこんできてから、へんなお
客さんが増えてきた。クリーニン
グ屋さんの不思議な１年の物語。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-626650-0

一郎たちのアパートに住む雨森さ
んは、魔法つかいかもしれない。
10人の子どもたちが語る雨森さん
との出会い。心あたたまる物語。

NDC913　本体価格1,000円

978-4-03-540170-4

学とあかりが迷いこんだのはＲＰ
Ｇゲームの世界。もとの世界にも
どるために「光の石」をさがして
兵士と戦う、ふたりの冒険物語。

NDC913　本体価格1,500円

978-4-03-610120-7

言葉を話す黒ねこと遊ぶみどり。
メイコの泣き声で教室がゆれ、魔
女が給食を作る。どこかの小学校
で毎時間起こるふしぎな物語。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-639460-9

成績順で席が決まるクラスに転校
してきた始。そこにはびりになる
と見える神さまがいた。一番にな
るより大切なことを描いた物語。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-610160-3

978-4-03-610180-1

桜若葉小学校を中心につぎつぎに
起こるヘンな事件はだんだんエス
カレートしてきた。カメレオン探
偵のレオンが動きだす！！

NDC913　本体価格各1,200円

杉山 亮 作　中川大輔 絵

オトフリート・プロイスラー 作　中村浩三 訳

一冊に複数の事件を収録。それぞれ「事件
編」と「解答編」に分かれ、「事件編」を読
んでじっくり考え、「解答編」を読みすすむ
という構成。読み物としてだけでなく、クラ
スやグループで「犯人当てクイズ」をするな
どの楽しみ方ができます。

おばあさんの大切なコーヒーひきが大どろぼうホッツェンプロッツに盗まれ
た！　おおどろぼうをつかまえるため、しょうねんたちの大活躍がはじまり
ます。スリルとユーモア満載の、本が好きになる冒険物語３部作。

NDC913　本体価格各1,000円

NDC943　本体価格各1,000円

読み物・中学年読み物・中学年

大どろぼうホッツェンプロッツ 〈全３巻〉

大あばれ山賊小太郎 〈全３巻〉

大あばれ山賊小太郎

気球にのった少年

八雲国の大合戦

カメレオンのレオン

小学校の秘密の通路

ミルキー杉山 あなたも名探偵 〈全２０巻〉クリーニングやさんの
ふしぎなカレンダー

子ぎつねヘレンが
のこしたもの

978-4-03-540620-4

力持ちの小太郎が、忍者のマメ太、
剣の名手剣之介、おろち山の子ども
山賊と一緒におおあばれ！　小太郎
と仲間たちの痛快時代小説。

NDC913　本体価格各1,400円

那須正幹 作　小松良佳 絵

978-4-03-540640-2

978-4-03-540630-3

978-4-03-439150-1

自分のせいで足をおったガラスの
馬を追いかけて、すぐりはガラス
の動物たちの世界へ飛びこんだ！
幼年向け冒険ファンタジー。

NDC913　本体価格1,400円

征矢 清 作　林 明子 絵

二分間の冒険

ガラスのうま

雨やどりは
すべり台の下で

びりっかすの
神さま

ふしぎの時間割 選ばなかった冒険
カメレオンのレオン 〈全２巻〉

ーつぎつぎとへんなこと

もしかしたら名探偵

いつのまにか名探偵

あしたからは名探偵

どんなときも名探偵

そんなわけで名探

なんだかんだ名探偵

まってました名探偵

かえってきた名探偵

あめあがりの名探偵

よーいどんで名探偵

大どろぼうホッツェンプロッツ

大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる

大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる

ひるもよるも名探偵

せかいいちの名探偵

事件だよ！全員集合

てんやわんや名探偵

しあわせなら名探偵

とっておきの名探偵

ふりかえれば名探偵

あらしをよぶ名探偵

にちようびは名探偵

あいことばは名探偵
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©jyajya
978-4-03-635610-2

978-4-03-635620-1

978-4-03-635630-0

978-4-03-635640-9

978-4-03-635650-8

978-4-03-635660-7

978-4-03-635670-6

978-4-03-635680-5

978-4-03-635690-4

978-4-03-635700-0

978-4-03-635710-9

978-4-03-644010-8

978-4-03-644020-7

978-4-03-644030-6

978-4-03-644040-5

978-4-03-644050-4

978-4-03-750210-2

978-4-03-750220-1

978-4-03-750230-0

978-4-03-750240-9

978-4-03-750250-8

978-4-03-814410-3

978-4-03-814420-2

978-4-03-644060-3

978-4-03-644070-2

978-4-03-644080-1

978-4-03-644090-0

978-4-03-644100-6

富安陽子 作　小松良佳 絵

富安陽子 文
山村浩二 絵　三浦佑之 監修 柏葉幸子 作　児島なおみ 絵

高橋由為子 作／絵

安房直子 作　味戸ケイコ 絵

アレックス・ジーノ 作
島村浩子 訳

富安陽子 作　広瀬 弦 絵 小手鞠るい 著

星野富弘 著

橘 春香 作／絵

978-4-03-643160-1

声のでなくなった中学生の葉香、
アメリカに住むピアノを弾く高校
生の海渡、2人は、ネットで知り合
い、音楽と詩の交換を始める。

NDC913　本体価格1,400円

978-4-03-727080-3

理子の部屋に住むことになった白
ひげの神様は、名前も帰る場所も
わからないという。記憶をなくし
た神様を助ける女の子の物語。

NDC913　本体価格1,300円

978-4-03-540610-5

神さまの家〈ほこら〉を拾った勇
平たち。願いごとはかなうけれど
悪いことも起こってしまう。小さ
なほこらをめぐるファンタジー。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-530930-7

骨董屋「銀杏堂」の女主人・高田さん
が世界中を旅してあつめた、自慢の
品々。その一つ一つに、めくるめく冒
険物語が秘められているのです。

NDC913　本体価格1,600円

978-4-03-540100-1 978-4-03-634130-6

花豆を煮ながら、おばあさんが話
してくれた小夜の生まれる前の
話。山の娘小夜と、山の精との出
会いを描いた６話の連作短編集。

NDC913　本体価格1,200円

わんぱくだった少年時代、運動に
明け暮れた学生時代、事故で手足
の自由を失いながらも、詩画を描
くようになるまでを綴った手記。

NDC916　本体価格880円

978-4-03-540080-6

美奈がみつけた大おばさんのレシ
ピは、その通りに料理や裁縫をす
ると、別世界へスリップしてしま
う不思議なレシピでした。

NDC913　本体価格1,200円

978-4-03-744870-7

息のかよった文と全ページに入っ
た迫力のある絵でよみがえる神話
の世界。子どもから大人まで、
「はじめての古事記」決定版！

NDC913　本体価格1,600円

978-4-03-726880-0978-4-03-533070-7

10歳のジョージは、外見は男の子
だが、内面は女の子。家族にわかっ
てもらいたい……トランスジェン
ダーの子の切実な思いを描く物語。

NDC933　本体価格1,400円

はじめて生理をむかえる女の子のた
めのガイドブック。生理のしくみか
ら困った時の解決法まで、コミック
形式でわかりやすく解説。

NDC913　本体価格1,000円

オトフリート・プロイスラー 作
中村浩三 訳

978-4-03-726110-8

荒地の水車場の見習いになった少
年クラバートは、親方から魔法を
習うことになる。ドイツの一地方
に伝わる伝説を描く壮大な物語。

NDC943　本体価格1,600円

アナベル・ピッチャー 著
中野怜奈 訳

978-4-03-726900-5

テロによる家族の死というテーマ
を10歳の少年の視点から描いて、
その率直な感性とあたたかなユー
モアが読者を魅了する感動作。

NDC933　本体価格1,700円

廣嶋玲子 作　ｊｙａｊｙａ 絵

富安陽子 作　大庭賢哉 絵

佐藤多佳子 著 森 絵都 著

一軒の駄菓子屋。この店にくる客は、その駄菓子に魅せられ、と
りこになり、彼らの運命は大きく変わることになります。さまざ
まな欲望をすくいとり、駄菓子に翻弄される人たちを描いて、子
どもだけでなく、大人も夢中にさせるシリーズ。

一見、ごく普通の家族である信田家。でも実はママがキツネなんです！　人間界の常識が通じな
いキツネ一族の親戚たちが持ち込んでくるやっかいな事件と、キツネの血とともにふしぎな力を
受けついだ３人の子どもたちの活躍を描くファンタジー。

パワースポットとして知られる白烏神社の例大祭で神楽を舞うこと
になった千里たちは、落雷をうけて超能力をもつようになる。ぶつ
かりあい、とまどいながらも、その力を受け入れようとする子ども
たち。しだいに明らかになってくる神社の秘密。

中学１年生24人のクラスメイトたち、その１人１人を主人公にした24の
物語で、思春期の１年間を描いた連作短編集。うれしい出会いや、ささ
いなきっかけの仲違い。シリアスなのに笑えて、コミカルなのにしみじ
みとする作品集。

NDC913　本体価格各900円

NDC913　本体価格各1,200円～1,400円

NDC913　本体価格各900円

NDC913　本体価格各1,300円

読み物・高学年 読み物・高学年

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 〈全１１巻〉

シノダ！ 〈全１０巻〉

シロガラス 〈既５巻〉 クラスメイツ 〈全２巻〉

ほこらの神さま 空へつづく神話
きみの声を
聞かせて 銀杏堂

絵物語 古事記 かぎりなく
やさしい花々

大おばさんの
不思議なレシピ

花豆の煮えるまで
－小夜の物語－

ジョージと
秘密のメリッサ

セイリの味方
スーパームーン

さよなら、
スパイダーマン

クラバート

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂２

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂３

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂４

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂５

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂６

チビ竜と魔法の実

樹のことばと石の封印

鏡の中の秘密の池

魔物の森のふしぎな夜

時のかなたの人魚の島

パワー ・ ストーン

めざめ

ただいま稽古中

お神楽の夜へ

青い目のふたご

クラスメイツ＜前期＞

クラスメイツ＜後期＞

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂７

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂８

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂９

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂１０

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂１１

キツネたちの宮へ

消えた白ギツネを追え

都ギツネの宝

夏休みの秘密の友だち

指きりは魔法のはじまり
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©二木真希子

©二木真希子

©新井陽次郎

978-4-03-750020-7

978-4-03-750030-6

978-4-03-750040-5

978-4-03-750050-4

978-4-03-750060-3

978-4-03-750070-2

978-4-03-750080-1

978-4-03-750090-0

978-4-03-750100-6

978-4-03-750110-5

978-4-03-649020-2

わたし、沙良。バンドでドラムは
じめました！　近未来が舞台の、
ちょっぴり社会派ガールズバン
ド・ストーリー。

978-4-03-649010-3

「あたしたち、こんなへんな家で
そだって、ちゃんとした大人にな
れるのかな。」小学生女子３人
の、家庭の事情×友情の物語。　

NDC913　本体価格900円 NDC913　本体価格900円 NDC913　本体価格900円

NDC913　本体価格900円 NDC913　本体価格900円 NDC913　本体価格900円

NDC913　本体価格900円 NDC913　本体価格900円 NDC913　本体価格900円

NDC913　本体価格900円

978-4-03-649030-1

「ねえ、きみ。こんな都市伝説、
知ってる？」ふうがわりな少年、
二ノ丸くんが調べているのは不思
議でこわい都市伝説。４話からな
る連作短編集。

978-4-03-649060-8

「やめておいたほうがいい、都市伝
説をためすのは」二ノ丸くんが調べ
るその都市伝説はホンモノか？　こ
わさがクセになる連作短編集。

978-4-03-649050-9

青と書いて「ハル」と読む、かた
やぶりな転校生はサーカスととも
にやってくる。福岡、大阪などが
登場する「ご当地」連作短編集。

978-4-03-649040-0

こんなわたしが、サムライ・ガー
ル！？　海外赴任中の父のたのみで
剣道教室に行きはじめた成美だった
が、そこには試練がまっていた！

978-4-03-649070-7

夢を読みとく者が人々を導く国で、
少女は災いをよぶ腕輪を手に旅立
つ！　ひとりの少女が国をゆるがす
陰謀にたちむかうファンタジー。

978-4-03-649100-1

「知ってる？　奇跡っておこそうとし
た人にしか、おきないんだって。」ば
らばらだったわたしたちが、ホームポ
ジションをみつけるまでの物語。

978-4-03-649090-5

あかりの秘密、それは親が占い師だってこ
と。でもクラスメイトの真夜に知られてし
まって！？　占い師でもある作者が書い
た、幸せになるための占いストーリー。

978-4-03-649080-6

剣道初心者の成美は練習相手にケガを
させてしまう。打ちこむのが怖くな
り、稽古をさぼってしまうが……。心
と体にむかいあう、剣道小説 第2弾!

978-4-03-003440-2

上橋菜穂子の多彩なインタビューやスピーチ、
そしてエッセイが１冊にまとまりました。作家
が愛してやまぬ本、約700冊のリストも掲載！

NDC914　本体価格1,500円

上橋菜穂子 著　二木真希子・佐竹美保 絵
偕成社編集部 編

上橋菜穂子 作　二木真希子・佐竹美保 絵

あさだりん 作　新井陽次郎 絵 まはら三桃 作　田中寛崇 絵 石川宏千花 作　うぐいす祥子 絵
小森香折 作

問七・うぐいす祥子 絵

赤羽じゅんこ 作　さかぐちまや 絵高橋桐矢 作　烏羽 雨 絵あさだりん 作　新井陽次郎 絵

岡田依世子 作　ウラモトユウコ 絵 濱野京子 作　志村貴子 絵 石川宏千花 作　うぐいす祥子 絵

上橋菜穂子 著

978-4-03-750160-0

「守り人シリーズ」パーフェクトガイド増補改
訂版！　新書き下ろし短編「天への振舞い」か
ら、豪華対談、登場人物事典まで一挙収録！　

NDC914　本体価格1,000円

NDC913　本体価格各900円～1,000円

文化人類学者でもある著者が描く、人と精霊が交錯する世界の物語が、ハンディな
判型のソフトカバーになりました。巻末に著者の創作こぼれ話や豪華執筆陣による
解説を収録しています。アニメ化、テレビドラマ化もされ、海外でも翻訳刊行され
たおもしろさはおりがみ付きです。

手にとりやすいソフトカバーで読
書のたのしみをおとどけします！
岡田依世子、濱野京子、石川宏千
花ら注目作家の書き下ろしに、志
村貴子ほか人気漫画家、アニメー
ターが挿絵をつけました。家族、
音楽、都市伝説、スポーツとテー
マは様々です。

読み物・高学年 読み物・高学年

軽装版　精霊の守り人

軽装版　闇の守り人

軽装版　夢の守り人

軽装版　虚空の旅人

軽装版　神の守り人＜上＞来訪編

軽装版　神の守り人＜下＞帰還編

軽装版　蒼路の旅人

軽装版　天と地の守り人＜第１部＞ロタ王国編

軽装版　天と地の守り人＜第２部＞カンバル王国編

軽装版　天と地の守り人＜第３部＞新ヨゴ皇国編

物語と歩いてきた道　
増補改訂版

「守り人」 のすべて

わたしたちの家は、
ちょっとへんです バンドガール！

二ノ丸くんが
調査中

まっしょうめん！
二ノ丸くんが調査中

黒目だけの子ども 夢とき師ファナ

まっしょうめん！

小手までの距離 占い師のオシゴト バドミントン★
デイズ

青がやってきた
ハル

軽装版　流れ行く者－守り人短編集－

軽装版　炎路を行く者－守り人作品集－

軽装版　風と行く者－守り人外伝－

978-4-03-750130-3

978-4-03-750150-1

978-4-03-750200-3

軽装版　「守り人」 シリーズ 〈全１３巻〉

も びと
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取扱書店名

学校名・図書館名・お客様名

お電話

ご住所　〒

様

様

偕成社・販売部 TEL.03(3260)3221 出版社コード0904
ご注文は、お取引書店へお申込みください。お急ぎの場合は、偕成社へ直接FAXもお受けいたします。その際もお取引書店名をご記入下さい。

 ロングセラー 絵本・読み物 買い替えカタログ 1

おめんです
おめんです２
がんばれ　はぶらしハーマン
きいろいのはちょうちょ
とうさんまいご
まどからおくりもの
わにさんどきっ　はいしゃさんどきっ
ほげちゃん絵本　全3巻
 ほげちゃん
 ほげちゃんまいごになる
 ほげちゃんとこいぬのペロ
なぞなぞのみせ
こんもりくん
完結版「おれたち、ともだち！」　全13巻
　　　　　　　    ともだちや
　　　　　　　    ともだちくるかな
　　　　　　　    あしたもともだち
　　　　　　　    ごめんねともだち
　　　　　　　    ともだちひきとりや
　　　　　　　    ありがとうともだち
　　　　　　　    あいつもともだち
　　　　　　　    ともだちおまじない
　　　　　　　    きになるともだち
　　　　　　　    ともだちごっこ
　　　　　　　    よろしくともだち
　　　　　　　    いつだってともだち
　　　　　　　    さよならともだち
　　　　　  とんぼのうんどうかい
　　　　　  どろぼうがっこう
　　　　　  おたまじゃくしの１０１ちゃん
　　　　　  からすのパンやさん
　　　　　  にんじんばたけのパピプペポ
　　　　　　 うらしまたろう
　　　　　　 にんぎょひめ
ないたあかおに
ブレーメンのおんがくたい
はけたよはけたよ
とべ　バッタ
ギフトボックス １００かいだてのいえ　全4巻
  １００かいだてのいえ
  ちか１００かいだてのいえ
  うみの１００かいだてのいえ
  そらの１００かいだてのいえ
ピン・ポン・バス
うみへいくピン・ポン・バス
はしれ！たくはいびん
がんばれ！パトカー
ざっくん！ショベルカー
もりのかくれんぼう
おおきなきがほしい
はるのゆきだるま
さっちゃんのまほうのて
よるくま
シロクマくつや
なつのいちにち
もぐらバス
学校ななふしぎ
はっぴぃさん
あさになったのでまどをあけますよ

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

「おれたち、ともだち！」絵本

いわさきちひろの絵本

いわさきちひろの絵本

127110-3
127130-1
340080-8
338010-0
338020-9
338030-8
330330-7
232461-7
232370-2
232430-3
232460-0
332420-3
331920-9
232581-2
204890-2
204920-6
232030-5
232050-3
232080-0
232120-3
232150-0
232220-0
232300-9
232360-3
232390-0
232440-2
232580-5
206020-1
206040-9
206060-7
206070-6
206080-5
303190-3
303250-4
302020-4
303220-7
204030-2
331140-1
332601-6
331540-9
331660-4
332200-1
332600-9
221040-8
221140-5
221150-4
221180-1
221190-0
330060-3
330150-1
330320-8
330410-6
331230-9
332390-9
331340-5
331810-3
332340-4
331280-4
232380-1

1,100円
1,100円
1,000円
1,000円
1,200円
1,000円
1,000円
3,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
13,200円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,200円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,200円
1,200円
1,000円
1,400円
1,000円
1,400円
4,800円
1,200円
1,200円
1,200円
1,200円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,200円
1,000円
1,300円
1,000円
1,000円
1,200円
1,300円
1,300円

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

きょうはそらにまるいつき
　　　　　  注文の多い料理店
　　　　　  ごんぎつね
　　　　　  手ぶくろを買いに
　　　　　  セロ弾きのゴーシュ
　　　　　  蜘蛛の糸
わたしのいもうと
おとなになれなかった弟たちに…
ピーターのいす
ゆきのひ
ロージーのおさんぽ
おまたせクッキー
ベーコンわすれちゃだめよ！
おおきくなったらなにになる？
ありがとうのえほん
わたしのすきなもの
くまさんくまさんなにみてるの？
月ようびは　なにたべる？－アメリカのわらべうた
できるかな？－あたまからつまさきまで
はらぺこあおむし
パパ、お月さまとって！
くるみわりにんぎょう
ぼちぼちいこか
よかったねネッドくん
おばけのバーバパパ
まっくろネリノ
くまのコールテンくん
くまのビーディーくん
すてきな三にんぐみ
ロッタちゃんとじてんしゃ
木は　いいなあ
ちいさなヒッポ
てぶくろがいっぱい
からすたろう
うんちしたのは　だれよ！
ニャーンといったのはだーれ
川はどこからながれてくるの
月夜のみみずく
ゆめくい小人
ハリネズミと金貨
あるきだした小さな木
ジェインのもうふ
あひるのバーバちゃん
大きい１年生と小さな２年生
もりはおもしろランド　全15巻
　　　　　　　もりのゆうびんきょく
　　　　　　　もりのおかしやさん
　　　　　　　もりのじてんしゃやさん
　　　　　　　もりのはいしゃさん
　　　　　　　もりのおもちゃやさん
　　　　　　　もりのレストラン
　　　　　　　もりのとけいやさん
　　　　　　　もりのクリーニングやさん
　　　　　　　もりのおべんとうやさん
　　　　　　　もりのほんやさん
　　　　　　　もりのアイスクリームやさん
　　　　　　　もりのサンドイッチやさん
　　　　　　　もりのぎんこう
　　　　　　　もりのピザやさん

232450-1
963210-4
963270-8
963310-1
963460-3
963670-6
438050-5
963200-5
328060-8
328120-9
202210-0
202400-5
328190-2
327940-4
327950-3
327960-2
201330-6
327600-7
327750-9
328010-3
328280-0
303290-0
201230-9
201430-3
202130-1
202140-0
202190-5
202230-8
327020-3
327040-1
327090-6
327250-4
348090-9
960040-0
961130-7
201030-5
425250-5
328300-5
425160-7
963810-6
404140-6
404230-4
313020-0
511010-1
313403-1
313160-3
313200-6
313260-0
313290-7
313300-3
313310-2
313320-1
313330-0
313340-9
313350-8
313360-7
313370-6
313380-5
313390-4

1,400円
1,400円
1,400円
1,400円
2,000円
1,600円
1,200円
1,000円
1,200円
1,200円
1,200円
1,200円
1,400円
1,200円
1,200円
1,200円
1,000円
1,200円
1,200円
1,200円
1,600円
1,400円
1,200円
1,400円
1,000円
1,000円
1,200円
1,400円
1,200円
1,600円
1,000円
1,200円
1,200円
1,800円
1,300円
1,400円
1,400円
1,200円
1,300円
1,400円
1,200円
1,200円
800円
1,000円
12,000円
800円
800円
800円
800円
800円
800円
800円
800円
800円
800円
800円
800円
800円
800円

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

ISBNコード
978-4-03-書　　名 本体価格 注文数ISBNコード

978-4-03-書　　名 本体価格 注文数

かこさとし
おはなしのほん（2）
かこさとし
おはなしのほん（4）
かこさとし
おはなしのほん（6）
かこさとし
おはなしのほん（7）
かこさとし
おはなしのほん（8）

日本の童話名作選

日本の童話名作選

日本の童話名作選

日本の童話名作選

日本の童話名作選

もりはおもしろランド（ １）

もりはおもしろランド（ ２）

もりはおもしろランド（ ３）

もりはおもしろランド（ ４）

もりはおもしろランド（ ５）

もりはおもしろランド（ ６）

もりはおもしろランド（ ７）

もりはおもしろランド（ ８）

もりはおもしろランド（ ９）

もりはおもしろランド（１０）

もりはおもしろランド（１１）

もりはおもしろランド（１２）

もりはおもしろランド（１３）

もりはおもしろランド（１４）
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memo

©廣嶋玲子、jyajya／「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」シリーズ



偕成社・販売部 TEL.03(3260)3221 出版社コード0904

取扱書店名

学校名・図書館名・お客様名

お電話

ご住所　〒

様

様

偕成社・販売部 TEL.03(3260)3221
ご注文は、お取引書店へお申込みください。お急ぎの場合は、偕成社へ直接FAXもお受けいたします。その際もお取引書店名をご記入下さい。

 ロングセラー 絵本・読み物 買い替えカタログ 2

ISBNコード
978-4-03-書　　名 本体価格 注文数 ISBNコード

978-4-03-書　　名 本体価格 注文数
　　　　　　　 もりのスパゲッティやさん
おばけやさん　全7巻
　　　　　これがおばけやさんのしごとです
　　　　　ないしょのおしごとひきうけます
　　　　　ふわふわするのもしごとです
　　　　　こもりさくせんはじめます
　　　　　よるのがっこうでおしごとです
　　　　　はじめてのおみせばんです
　　　　　てごわいおきゃくさまです
　　　　　 　　大あばれ山賊小太郎
　　　　　 　　気球にのった少年
　　　　　 　　八雲国の大合戦
ガラスのうま
クリーニングやさんのふしぎなカレンダー
子ぎつねヘレンがのこしたもの
二分間の冒険
雨やどりはすべり台の下で
びりっかすの神さま
ふしぎの時間割
選ばなかった冒険
　　　　　  カメレオンのレオン
　　　　　  小学校の秘密の通路
ミルキー杉山　あなたも名探偵　全20巻
　　　　もしかしたら名探偵
　　　　いつのまにか名探偵
　　　　あしたからは名探偵
　　　　どんなときも名探偵
　　　　そんなわけで名探偵
　　　　なんだかんだ名探偵
　　　　まってました名探偵
　　　　かえってきた名探偵
　　　　あめあがりの名探偵
　　　　よーいどんで名探偵
　　　　ひるもよるも名探偵
　　　　せかいいちの名探偵
　　　　事件だよ！ 全員集合
　　　　てんやわんや名探偵
　　　　しあわせなら名探偵
　　　　とっておきの名探偵
　　　　ふりかえれば名探偵
　　　　あらしをよぶ名探偵
　　　　にちようびは名探偵
　　　　あいことばは名探偵
大どろぼうホッツェンプロッツ　全3巻
  大どろぼうホッツェンプロッツ
  大どろぼうホッツェンプロッツふたたびあらわる
  大どろぼうホッツェンプロッツ三たびあらわる
ほこらの神さま
空へつづく神話
きみの声を聞かせて
銀杏堂
絵物語　古事記
大おばさんの不思議なレシピ
花豆の煮えるまで－小夜の物語－
かぎりなくやさしい花々
セイリの味方スーパームーン
ジョージと秘密のメリッサ
さよなら、スパイダーマン
クラバート

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　全10巻
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂２
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂３
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂４
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂５
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂６
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂７
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂８
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂９
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂１０
  ふしぎ駄菓子屋　銭天堂１１
富安陽子の「シノダ！」　全10巻
　　     チビ竜と魔法の実
　　     樹のことばと石の封印
　　     鏡の中の秘密の池
　　     魔物の森のふしぎな夜
　　     時のかなたの人魚の島
　　     キツネたちの宮へ
　　     消えた白ギツネを追え
　　     都ギツネの宝
　　     夏休みの秘密の友だち
　　     指きりは魔法のはじまり
シロガラス　既5巻
　シロガラス（１） パワー・ストーン
　シロガラス（２） めざめ
　シロガラス（3） ただいま稽古中
　シロガラス（4） お神楽の夜へ
　シロガラス（5） 青い目のふたご
クラスメイツ　全2巻
　クラスメイツ＜前期＞
　クラスメイツ＜後期＞
上橋菜穂子「守り人」軽装版完結セット　全13巻
　軽装版　精霊の守り人
　軽装版　闇の守り人
　軽装版　夢の守り人
　軽装版　虚空の旅人
　軽装版　神の守り人　上　来訪編
　軽装版　神の守り人　下　帰還編
　軽装版　蒼路の旅人
　軽装版　天と地の守り人＜第１部＞ロタ王国編
　軽装版　天と地の守り人＜第２部＞カンバル王国編
　軽装版　天と地の守り人＜第３部＞新ヨゴ皇国編
　軽装版　流れ行く者　－守り人短編集－
　軽装版　炎路を行く者　－守り人作品集－
　軽装版　風と行く者　－守り人外伝－
増補改訂版　「守り人」のすべて
物語と歩いてきた道　
　　　　   わたしたちの家は、ちょっとへんです
　　　　   バンドガール！
　　　　   二ノ丸くんが調査中
　　　　   まっしょうめん！
　　　　   青（ハル）がやってきた
　　　　   二ノ丸くんが調査中 黒目だけの子ども
　　　　   夢とき師ファナ
　　　　   まっしょうめん！小手までの距離
　　　　   占い師のオシゴト
　　　　   バドミントン★デイズ

313400-0
439671-1
439610-0
439620-9
439630-8
439640-7
439650-6
439660-5
439670-4
540620-4
540630-3
540640-2
439150-1
501020-3
507170-9
635250-0
626650-0
639460-9
610120-7
540170-4
610160-3
610180-1
345441-2
345100-8
345130-5
345140-4
345180-0
345190-9
345200-5
345230-2
345250-0
345260-9
345280-7
345300-2
345330-9
345350-7
345370-5
345380-4
345400-9
345410-8
345420-7
345430-6
345440-5
608251-3
608250-6
608260-5
608270-4
540610-5
727080-3
643160-1
530930-7
744870-7
540080-6
540100-1
634130-6
533070-7
726880-0
726900-5
726110-8

800円
7,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,400円
1,400円
1,400円
1,400円
1,200円
1,200円
1,400円
1,000円
1,200円
1,200円
1,500円
1,200円
1,200円
20,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,000円
3,000円
1,000円
1,000円
1,000円
1,200円
1,300円
1,400円
1,600円
1,600円
1,200円
1,200円
880円
1,000円
1,400円
1,700円
1,600円

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

635701-7
635610-2
635620-1
635630-0
635640-9
635650-8
635660-7
635670-6
635680-5
635690-4
635700-0
635710-9
644101-3
644010-8
644020-7
644030-6
644040-5
644050-4
644060-3
644070-2
644080-1
644090-0
644100-6
750251-5
750210-2
750220-1
750230-0
750240-9
750250-8
814421-9
814410-3
814420-2
750201-0
750020-7
750030-6
750040-5
750050-4
750060-3
750070-2
750080-1
750090-0
750100-6
750110-5
750130-3
750150-1
750200-3
750160-0
003440-2
649010-3
649020-2
649030-1
649040-0
649050-9
649060-8
649070-7
649080-6
649090-5
649100-1

9,000円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円

13,000円
1,200円
1,400円
1,300円
1,300円
1,300円
1,300円
1,300円
1,300円
1,300円
1,300円
4,500円
900円
900円
900円
900円
900円
2,600円
1,300円
1,300円
11,800円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
1,000円
1,000円
1,500円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円
900円

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

セット

冊

冊

セット

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

もりはおもしろランド（１５）

おばけやさん（１）

おばけやさん（2）

おばけやさん（3）

おばけやさん（4）

おばけやさん（5）

おばけやさん（6）

おばけやさん（7）

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

ミルキー杉山

シノダ！ 

シノダ！ 

シノダ！

シノダ！

シノダ！

シノダ！

シノダ！

シノダ！

シノダ！

シノダ！

カメレオンのレオン

カメレオンのレオン

大あばれ山賊小太郎（1）

大あばれ山賊小太郎（2）

大あばれ山賊小太郎（3）

偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク
偕成社
ノベルフリーク

偕成社販売部

TEL 03(3260)3221  FAX 03(3260)3222
Eメール　sales@kaiseisha.co.jp

●注文書の本体は税抜き価格です。別途消費税が加算されます。

●お申込の際は、裏面の専用注文書をご利用ください。

●専用注文書は、お取引き書店様へお渡しください。

●ご注文の商品は、お取引き書店様よりお届けいたします。

●ご注文は、TEL・FAX・Eメールをご利用ください

■学校図書館ご担当の先生へ

■書店様へ

ご注文方法

※今後価格を改定させていただく場合がありますことをご了承ください。
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偕成社販売部

TEL 03(3260)3221  FAX 03(3260)3222
Eメール　sales@kaiseisha.co.jp

●注文書の本体は税抜き価格です。別途消費税が加算されます。

●お申込の際は、裏面の専用注文書をご利用ください。

●専用注文書は、お取引き書店様へお渡しください。

●ご注文の商品は、お取引き書店様よりお届けいたします。

●ご注文は、TEL・FAX・Eメールをご利用ください

■学校図書館ご担当の先生へ

■書店様へ

ご注文方法

※今後価格を改定させていただく場合がありますことをご了承ください。

21

◆ 最新情報をSNSで配信中！
イベント情報や話題の本、発売前の新刊の情報も！？　一番あたらしい情報を、リアルタイムでお届けし
ています！

◆ 偕成社 公式ホームページ

◆ ウェブマガジン Kaisei web

季節や話題に合わせた本を毎週紹介する連載のほか、著者エッセイ、
小説、新刊の書評や作家による新刊インタビューなど、充実の内容で
お届けするウェブマガジンです。

http://kaiseiweb.kaiseisha.co.jp/

http://www.kaiseisha.co.jp/
新刊情報、書籍検索、POPやカタログのダウンロードはこちら！
指導案つきの道徳ブックガイド、エリック・カールの絵本や「銭天
堂」シリーズなどの限定情報をお届けします。

毎週月曜日更新！
季節や行事にぴったり
の一冊を紹介。

本のプロフェッショナ
ルが、新刊の魅力を語
ります。

作家自身が、新刊の制作
過程や裏話を教えてくれ
ます。

偕成社の社員が、文庫
100冊の感想文にチャ
レンジ！


